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バンクーバー薬物調査2018年5月 

〜マリファナより、お酒に厳しい国の薬物政策〜 
 

加藤武士（アパリ・ウエスト） 
 

はじめに 

 2018年5月14日（月）から19日（土）まで、カナダ・バンクーバーで開催された「国際薬物

政策研究学会（The International Society for the Study of Drug Policy：ISSDP）」に参加

しました。私たちのチームは、「日本の薬物政策」について、セッション報告をしました。この

機会に、先進的な薬物政策を実行しているといわれるバンクーバーの薬物政策の現状と状況を実

地調査するため、NGO団体や大学を訪問しました。メンバーは、龍谷大学犯罪学研究センターの

デイビッド・ブルースターさん、龍谷大学の石塚伸一さん、立正大学の丸山泰弘さん、弁護士の

高橋洋平さん、そして加藤武士です。 

 以下は、バンクーバー薬物調査の報告です。 

 

【準備調査】 5月14日、空港に到着後にサイモンフレザー大学の林佳奈准教授（健康科学部）

やICCLR留学中の春日勉教授(神戸学院大学)たちから、カナダやバンクーバーの薬物関連の情報

を聞き取り調査しました。日本におけるアルコールと大麻の取り扱いと、カナダでのアルコール

と大麻の取り扱いが逆のようです。カナダのほとんどの州では、屋外での飲酒行為も法律で禁じ

られています。屋外で飲酒をしていた場合、罰金が科せられます。他方、横断歩道で信号待ちを

する若者が大麻を吸っていてもお咎めがないという状況は驚きでした。バンクーバーの中心街を

歩いていても、大麻の香りが時々漂っています。ところが、ビールを飲みながら歩いている人は

いません。 

 

【バンクーバー・リカバリークラブ（Vancouver Recovery Club：VRC）】 クラブは、2階

建ての大きなビルディングにあります。アルコール依存症や薬物依存からの回復を望む個人に支

援サービスを提供する非営利団体です。1983年の創業以来、VRCはバンクーバーでの唯一の

24時間利用できるセンターを運営しており、食堂、ゲームルーム、各種12ステップグループの

ミーティングを早朝から深夜まで週に56回も開いています。また、月1回の無料ヘアカットプロ

グラムの提供や各種イベントなども開いています。年間60ドルの個人会員費とバンク—バー保健

機構やコミュニティ開発の助成金、地方ゲーミング協会の助成金などで運営されています。地域

のスーパーや小売店からの物資による寄付なども行われているようでした。お話をお聞きしたス

タッフは、ボランティア・スタッフでした。スタッフは全てボランティアのようでした。 

 

合法な大麻販売店 VANDU（当事者団体）のデモ行進 
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【バンクーバー・ドラッグコート（Drug Treatment Court of Vancouver：DTCV）】 薬物依存者

を支援する専門裁判所です。米国のドラッグコートをモデルにしたDTCVの目的には、①参加者に違法薬

物の断薬を達成させ、維持させること、②参加者の肉体的、感情的、精神的健康と福利を向上させること、

③参加者の住居、生活スキル、雇用、教育を改善すること、とあります。 

 コートへの参加は任意です。参加者は、ドラッグコート治療・社会資源センター（Drug Court Treat-

ment and Resource Center：DCTRC）を通じて、14か月間の集中管理された日帰りプログラムに月曜

から金曜まで参加する必要があります。また、無作為の尿検査が行われます。DCTRCは、保護観察官、依

存症相談員、医療従事者および雇用援助者による統合チームによって、依存症治療、ヘルスケア、精神医

療、住宅、財政援助、ライフスキルトレーニング、教育、レジャー活動など、参加者の複合的ニーズに対応

する幅広いサービスを提供されます。このプログラムによって、薬物関連犯罪については、２年間で再犯を

大56％削減したそうです。全体の犯罪再犯率は35％低下しましたが、少なくとも50％の参加者に "重

大な" 再犯のリスクがあったそうです。これらのプログラムは、将来の刑事犯罪や刑事司法制度との接触を

減らすか、またはなくすことによって、公衆の安全を高め、国民を保護するという も重要な目的を達成す

るために役立っています。 

 

【インサイト・インジェクションルーム（INSITE）】 突然の訪問だったのですが、快くインタビューの

時間をとってくださったのは、INSITEのプログラム・コーディネーターのダーウィン・フィッシャー

（Darwin Fisher）さんでした。気さくで、フレンドリーなお兄さんでした。 

 INSITEは、清潔で安全な監督環境で、ドラッグユーザーは、自分の薬を街頭から持ち込み、安全に注射

する場を提供しています。同時に、依存、医療、地域サービスにつなげることができます。スタッフは、慢

性的に疎外され、非人道的扱いをされたドラッグユーザーと寛容で礼儀正しい関係を作り出しています。 

 INSITEの利用者は、12名収容の注射室を利用して、看護師や高度介入訓練を受けたスタッフの監督下で

自分の薬を注射することができます。利用者は、注射器、無菌調理器、フィルター、水、止血帯などのきれ

いな注入器具を利用できます。この器具の使用によって、感染症の広がりを軽減するとともに、静脈内の薬

物使用者が受けやすい深刻な感染症の数を減らすことができます。注射後、利用者は、ポスト・インジェク

ションルームに移動します。安全な環境でジュースやコーヒーを飲んだり、スタッフと交流することができ

ます。 

 INSITEのスタッフは、聞き取り時のエキスパートであり、利用者の話やニーズに耳を傾けて、創傷治

療、住居ニーズ、薬物離脱管理やアヘン代替療法などの治療サービスへの紹介など、他のサービスにつなげ

る役割も果たしています。また、同じ建物の２階には、ONSITE(Onsite Detox＆Transitional Housing 

Program)があり、解毒のためのデトックスフロア（12床）、解毒後に提供される移行住宅フロア（18

床）があり、利用相談もできるようになっています。2007年の開業以来、のべ2,500人以上のデトック

スプログラムへの参加と1,200人以上の移行期住宅プログラムへの参加がありました。 

 

【サイモンフレザー大学サマーズ研究グループ（Simon Fraser University Somers Research 

Group）】 同大学健康科学部のジュリアン・サマーズ（Julian Somers）教授を訪問し、カナダの薬物

政策や公衆衛生についてお聞ききました。同教授は、ブルース・K・アレクサンダー教授の「ラットパー

ク」研究にも関わっておられたそうです。教授によれば、この研究は、その後の生理、心理、社会学的研究

にも影響を与え、窮屈な環境に押し込められた人間は問題解決能力において広い環境に置かれたものより成

績が悪いことや刑務所などの受刑者密度が高くなるほど自殺、殺人、病気などの問題発生率が高まることな

どの研究に影響を与えました。 

 教授自身も、バンクーバーのドラッグユーザーやホームレスへの長期にわたる大規模なコホート調査など

を行なっています。 

 

【薬物依存症回復施設ラスト・ドア（LAST DOOR）】 ラスト・ドアは、アルコール・薬物乱用および

依存症者にトリートメントプログラムを提供しており14歳から18歳までの男子少年のための入所施設と成

人男性のための入所施設において、質の高いプログラムを提供しています。12ステッププログラムをモデ

ルに30年の実績を誇る名門施設です。入所定員は100名。入所施設は、カナダやアメリカ各地に点在して

います。利用費は、１日300ドル。行政補助する入寮床も、一定数確保されています。 

 わたしたちは、昼食に招待され、40名程度の入寮者などと一緒に昼食をとりました。和気あいあいとし

た雰囲気で、ポジティブな雰囲気を大切にしているのが感じ取れました。プログラムの中心にはボランティ

アがいます。彼らはプログラムの卒業生であり、卒業生の参加によってコミュニティーモデルのプログラム

がどれほど効果的で、十分に機能しているかを知ることができました。この点は、12ステッププログラム

における相互援助の原則と密接に関連しています。リハビリとピアサポートというアプローチが利用者の日

常生活に組み込まれていました。 

 

バンクーバーのドラッ

グ・コート 

インジェクションルーム 

ジュリアン・サマーズ

（Julian Somers）教授 

ラスト・ドア訪問の様子 
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 利用者は、自分のペースで聞き、学習し、観察し、問題に関する情報と解決の視点の両方を先輩から得ま

す。これらの視点と情報から利用者は経験的に問題を解決する自分の能力を高め自尊心を高めていくプログラ

ムになっています。 

 日本のリカバリー・パレードとよく似た「クリーン＆ソーバープラウド（Clean & Sober Proud）」とい

う大きなイベントが行われているそうです。ダルクととても共通点の多い施設でした。わたしたちダルクの目

指す方向と近い施設で、ダルクの将来を見るような組織でした。 

 

【バンクーバー地域薬物使用者ネットワーク（Vancouver Area Network of Drug Users：VANDU）】 

 このネットワークの代表のアン・リビングストン（Ann Livingston）さんにお話をうかがいました。突然

の連絡と訪問であったにもかかわらず、快く受け入れてくれました。 

 この組織は、1998年、薬物を使用するさまざまなグループを集めて結成されました。薬物使用者、その家

族、および地域社会の生活の改善を推進しています。貧困、人種差別、社会的隔離、過去のトラウマ、精神疾

患、その他の社会的不平等の現実が人びとの依存に対する脆弱性を高め、薬物に関連する害を大きくさせてい

る、という認識を出発点として活動しています。ここでも地域社会の関与が犯罪問題や薬物問題の解決に欠か

せないとおっしゃっていました。 

 VANDUは、バンクーバー市民と一緒に、ヘロインやコカインの処方プログラム、利用者の住宅、アクセス

可能な効果的なデトックスや、効果的で思いやりのある幅広い研究事業などへの協力、不正薬物使用の有害な

影響を 小限に抑えるよう努めています。インジェクションルームのような薬物回復支援より、ドラッグユー

ザーの生活支援に直接的資金提供をすることを提案しています。資金が提供されると、薬物に使用すると心配

する人もいますが、実際は多くの人が、安定した生活とその向上に使うだろうとおっしゃっていました。 

 

【学会報告（ISSDP）「日本の薬物政策」セッション】 龍谷大学犯罪学研究センター (CrimRC) 研究員

ディビッド・ブルースターさんのコーディネイトでセッションは進められました。 

 まず、デイビッドさんが「日本における薬物乱用対策の戦略と手法」を報告し、つぎに、高橋さんが「薬物

政策と法的諸問題」、石塚さんは「日本における薬物政策の傾向、転換および新たな政策：厳罰、ダイバー

ジョンそれともハームリダクション？」、丸山さんは「日本の薬物政策の新たな動き：処罰に依存しない政策

をめざして」でした。 

 同時間に５つのセッションが併行しておわれており、参加者はあまり多くはありませんでしたが、報告後、

参加者と多くの質疑応答とディスカッションが行われ日本の薬物政策とチームの研究活動に関心が寄せられま

した。ここで知り合った研究者と親しくなり、INSITEなどを一緒に訪問することになりました。 

 

【カナダの大麻解禁から学ぶ】 世界的にも大きな関心事になっているバンクーバーの嗜好用の大麻解禁です

が、今回の調査で、解禁の理由のいくつかが見えてきました。ます、①若者が大麻にアクセスできないように

すること、つぎに、②違法大麻市場を健全な市場に置き換えること、そして③大麻に対する製品の品質と安全

性を求めて公衆衛生と安全を守ることなどが解禁の理由のようです。 

 解禁して若者を大麻から守るというのは矛盾しているような気がしますが、よく話を聞くとわかります。違

法な市場で売人は若者に効能成分の強いものを売ったりします。安価で安全な大麻を健全な市場で販売するこ

とで違法な密売者を排除し、犯罪活動を抑止し軽減させる。さらには、違反者には重い刑を科す。日本のアル

コール販売のような形にすることで若者を守ろうとしているようなものと思えば理解できると思います。要す

るに違法な強い酒を造らせず、アルコール度数の低い物だけを健全な市場で扱うようなものです。 

 大麻使用を助長させる広告や啓発も禁止されます。若者の40％近くに大麻使用経験がある状況において、

薬物犯罪の取り締まりや処罰するための司法への支出や経費を削減し、公衆衛生のための政策を強化して、薬

物による健康リスクを縮減させ、人びとにこの政策の理念を伝えて、安全な薬物使用の啓発に努める。日本の

タバコやアルコールのように、市場を厳格に管理し、国民を物質による被害から守るという政策に似ていま

す。 

 カナダでは、大麻使用者が国民の50％と言われるほど薬物使用が蔓延しています。日本でも毎日飲酒する

人は40％ぐらいでしょうか。機会飲酒を含めると、もっと高い数値になるでしょう。 

 大麻が処罰から政策変更されている国では、30〜40％近くに大麻の使用者・経験者がなったあたりを臨界

点に、政策を刑罰から公衆衛生へと転換するようです。実際、合法となったからといって全国民が使用し社会

が破綻するようなことは起きていません。日本では大麻使用経験率が１.２％と言われていますから、現時点

での合法化はすべきではないでしょう。しかし、今のうちから公衆衛生における政策転換を行わなければ、結

局のところ犯罪者を多く作り出す、そのデメリットが使用者を増やしていくことになるでしょう。いずれ政策

転換をする日が来るのなら、今からゆっくりと段階的に政策変更をすべきだと考えます。 

 今回の調査は、薬物問題の認識や今後の取り組みにとってとても有意義な示唆を与えてくれました。これか

らも、世界の 新の薬物政策を学び日本の薬物依存問題の解決のために活動していきます。引き続きご支援の

ほどよろしくお願い致します。 

 

学会報告（ISSDP）  

「日本の薬物政策」

セッション 

大麻販売店（法律的にグ

レーな） 

バンクーバー・ダウンタウ

ン・イーストサイド地区 

バンクーバー・ダウンタウ

ン・イーストサイド地区 
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         日本司法福祉学会 報告  8/19・20 愛知県 日本福祉大学 

 

リーガル・ソーシャルワーカー 志立 玲子 

  

 愛知県にある日本福祉大学で日本司法福祉学会が開催され、19日午後、市川岳仁氏（三重ダルク）が企

画する分科会2で「薬物事犯者の再犯を防ぐソーシャルワークとは～対象者の揺れにどう向き合うか～」に

参加してきました。 

 報告者として荒木龍彦さん（近畿地方更生保護委員会）、幸田実さん（東京ダルク）、堀川善永さん（榊

原病院）、尾田真言（アパリ事務局長）４名が登壇し、市川氏が全体のコーディネートをするセッションで

した。以下に尾田の報告を簡潔に紹介します。 

 日本の刑事法は基本的に応報刑で執行刑の範囲で社会復帰を考える。しかしイタリア憲法27条3項は

「刑罰は人道的取扱いに反するものであってはならず、受刑者の再教育を目指すものでなければならな

い。」と規定していて、憲法が社会復帰を目的にしている。日本のような累犯重罰化はムダである。 

 刑の一部猶予判決は恩恵として言い渡されているよ

うに見える。出所後に もアフターケアが必要な人

は、再乱用しそうな人。そういう人は満期の人。刑務

所出所後2年以内の再入所率を下げることを目的とし

て施行されたので、そういう人には言い渡されない。

刑の一部猶予判決は刑事裁判では全部実刑よりも軽い

判決だと考えられている。ex)「被告人を懲役1年6月

に処する。その刑の一部である懲役4月の執行を2年

間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付す

る」。懲役4月（120日）の身柄拘束に対して、保護

観察2年の間に 初の3か月（2週間に1回）5回＋1

年10月の間に月1回の22回＝総計27回保護観察所

に出頭。更に月に2回、合計48回保護司に会う。足

すと75日は時間を取られる。それでも初犯者ではな

いアパリのクライアントの9割以上の人が全部実刑に

なることよりも、刑の一部執行猶予を希望している。

薬物事犯者のほとんどは自由の制約期間をできるだけ

短くしたいと考える。一部執行猶予付き判決の全国平均は25％のところ、アパリのクライアントでは80%

の人に言い渡されている。本当の意味で薬物依存症であれば保護観察所の検査だけでは止まらない。簡易検

査はコントロール使用ができてしまうから陰性率は99.9％以上。それでもやった方が動機づけになる。正

直な人は使ってしまったと言い、また刑務所に戻ってしまう。薬物依存症が病気なら失敗して当たり前なの

で、それを再犯として立件することはどうなのか？  

 刑事司法の任務は、社会にとって好ましくない行為を抑止すること。刑罰だけでは抑止力にはならない。

依存症者の特徴の「わかっちゃいるけど、やめられない」部分に関して、治療やトレーニングを義務付ける

制度がないと犯罪対策としては不十分。まさに治療処分の創設が必要である。 

 

 幸田氏の報告は、以下のようなものでした。東京ダルクでは一部猶予の人がたくさん来るのではないかと

思っていた。実際は定員20名のうち2名。 近はダルクだけでなく保護観察所のプログラムを月に4回やっ

ている。そこで出会う人は2/3が一部猶予の人、1/3が仮釈放の人。精神保健福祉センターや更生保護施設

でもプログラムをしに行っている。どこで出会うかによって、一部猶予の人たちでも認識が違っている。ダ

ルクと精神保健福祉センターの人は任意での参加。その一方で保護観察所で出会う人は、自分は一部猶予な

んて欲しくなかった、満期の方が良かったという人がいる。義務だから仕方なく出ている。何の意味がある

か全くわからないとハッキリ言う方もいる。仕事があるのに月に2回平日の昼間休まないといけない。例え

ば土日にやってくれたらどうなのか？ 刑務所にいるより自由があるとは思うが、保護観察は自由を奪われ

ていると感じている人もいる。そもそも薬物で逮捕された人は犯罪と考えているのか？ 特に大麻の人は何

でやめないといけないのか？と思っている人もいる。そう人たちに対して再犯防止をどういう形で出来るの

か？ ダルクはシラフの生き方をしていく場所。なぜシラフが必要なのか。なぜそこまでリスクを冒してま

で薬物の酔いを求めるのか？ そこまでして酔いを求める必要があるのは、コンプレックスを隠す、弱さを

隠す、恐れだったり、寂しさもある。それを自分自身で認めていく必要がある。シラフの生き方、ニュート

ラルの生き方をみつけるのが大事。再犯防止というのは目的ではなく、生き方が変わってきた結果ではない

のか。 

 市川氏からは以下のような発言がありました。ほとんどの支援で、定着支援ではなく漂流支援が必要なの

では？ 常識が再検証されてもよいのではないか？ ダルクは生きるに焦点を当てている。この人達が薬を

やめてもシラフで困難が残るだけ。仕事も続かない。再犯に戻る。再犯防止という言葉に違和感がある。

「制限と自由のギャップ」、「定着と漂流のはざま」がこれからのキーワードとなる。  

 

報告をする尾田 

日本における刑罰の目的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 保護観察中に陽性に

なる 

● プログラムが中断する 

● 新たな犯罪として立件 

● 治療・回復プログラム

を実施できない 

 

 

 

 
 

プログラム参加中

の再使用を免責 

or  

使用罪を廃止する 
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特定非営利活動法人 

アジア太平洋地域アディクション研究所 

明石書店より 

発売！！ 

Amazonや全国の書店

でお買い求めくださ

い！ 

価格：2,160円 

(税込み) 

 支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（２） 
 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 

 １ 前回のまとめ 

「刑罰から治療へ」というスローガンは打ち出されているものの、その実質的な内容に踏み込むところま

でには至っていません。覚せい剤事件の現状は、基本的には厳罰主義（わかりやすく言うと、刑事責任の名

の下に次々と刑務所に送り込むこと）を邁進。検察官や裁判官、時には弁護人も、被告人に猛省を促し、今

後は強い意思をもって覚せい剤をやめることを誓わせて、涙ながらに再起を誓う被告人を目の前にして、何

らかの達成感を感じて満足しているようなものです。 

２ 支援につなげる試み 

このような厳罰主義が高い効果をあげていればいいのですが、覚せい剤事件の再犯率は依然として高く、

何度も繰り返して刑務所に行ったり戻ったりしているのが実情です。判決の中で「依存性」という言葉が使

われますが、それは“病気”として捉えたものではなく、刑事責任が重いことが語られる文脈で使われるの

が通常です。もっとも、刑事手続には、逮捕、勾留、起訴、裁判、判決という各段階があり、それぞれの段

階に応じて、工夫次第できっと何かできることがあるはずです。何もしなければ全くのノー・プランです

が、何かをしようと思えば、必ず支援につながる何かができるはずです。 後は“オファーの精神”でお願

いをしてみることも大切です。 

私の師匠の奥田保弁護士は保釈制度に目を付けました。起訴後に制限住居をダルクのようなリハビリ施設

や病院に設定した保釈許可を得ることによって、覚せい剤事件を起こした被告人を支援につなげる工夫をし

たのです。 

近は、裁判所が保釈許可を認めやすくなったように思いますが、それでも執行猶予中の再犯や執行猶予

期間を過ぎてすぐの再犯、そして、何度も覚せい剤事件を繰り返している再犯の事案等については、保釈許

可を得られないこともあります。 

裁判官の頭の中で、そもそも実刑判決が予想される事案については、保釈許可を出すことにかなり消極的

な印象です。裁判官との面接でのやり取りでもよくわかることですが、裁判官が事前に保釈却下を決め込ん

でいる事案については、ほとんどの裁判官はそもそも事案に興味がないのか、「（提出している資料の）ほ

かに何か付け加えることがありますか」としか言いません。かなり冷たい対応です。裁判官は本当に資料を

読んでいるのかと首を傾げてしまうものです。しかし、簡単に諦めてはいけません。何とか治療の必要性な

どを伝えて理解を求めます。事案によっては、保釈却下に対して準抗告（不服申立て）をすることも必要で

す。 近の事案ですが、あっさりと準抗告が認められて保釈許可となったこともありました。 

 次号以下では、具体的に支援につなげたケース等を紹介していきたいと思います。 

アパリ新理事、新監事のご紹介 
 

 ８月１日付けでアパリの新しい理事と監事が就任いたしました。新理事は徳永健二さん。法務省の矯正局

で32年間勤めあげた方です。近藤と徳永さんとの出会いは、徳永さんが某刑務所で教育部長をされている頃

でした。その時、受刑者に対してダルクのスタッフがグループワークを行うようになり、その教育を受けた

者は出所後の成績が良かったことで、ダルクのことを信用してくれました。また、そののち某刑務所長時代

には2年間かけて近隣のダルク設立のために協力していただき、刑務所の会議室を使わせてもらったこともあ

りました。そんな理解者である徳永さんを是非とも理事にどうかと声をかけたところ、「はい」と即答して

いただきました。新監事の鈴木尚さんはアパリ創業時より会計のことから経営的なアドバイスまで幅広く惜

しみなく知恵を貸していただいている恩人の一人です。鈴木さんも監事をお願いしたところ、快く承諾して

いただきました。 

 昨年６月には理事の神山五郎先生が、今年５月には監事の奥田保先生がお亡くなりになったため、今後は

この新体制で活動してまいります。皆さま今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
＜新理事＞ 

徳永 健二（とくなが・けんじ） 

昭和22年生まれ、鹿児島県

種子島出身。 

明治大学商学部卒業。 

32年間矯正一筋に尽力。九

州地方や関東地方のいくつ

かの刑務所長を歴任。 

平成20年3月退官。 

趣味はゴルフ、テニス、野球

など。 

＜新監事＞ 

鈴木 尚（すずき・たかし） 

1993年亜細亜大学大学院法

学研究科修了 法学修士 

2003年税理士登録 

2004年すずき会計事務所所長 

1999年から薬物依存症者の兄

弟パートナーの自助グループ

GOODBOXに参加。 

アパリ創業時から税務顧問を務

める。趣味は釣り。 

上記セッションに参加した、

尾田真言、髙橋洋平、デイ

ビッド・ブルースター氏、長

谷川直実医師（左から） 

9/1(土)第18回ヨーロッパ犯

罪学会で「薬物事犯者に対

する刑の一部執行猶予制

度：弁護士の視点2018年」と

題して報告する髙橋 
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『回復が始まって 初の夏』  

藤岡ダルク コッペ(スタッフ研修) 

 

 はじめまして。依存症のコッペと申します。45歳の男性です。私は去年の9月に黒羽刑務所を出

所し藤岡ダルクに入寮しました。実は4年前にも3週間程お世話になっていたのですが、その数ヶ月

前に落とした自分の覚醒剤がきっかけとなり、施設まで警察が来て逮捕されました。それまでも複数

回逮捕されていた私は度々弁護士や医師から自助グループへの参加やダルクへの入寮を勧められるこ

とはありました。しかし、私はその度に口では「そうですよね！薬を止めるには何か行動を起こさな

くちゃいけませんよね！」などと言いながらも実際に薬を止める行動を取ることもなく、アディク

ションにどっぷりと浸かった生活を送っていました。そんな私が依存症からの回復へと大きく人生の

舵を切ることになったのが今回の逮捕だったと言えます。私が施設で逮捕されて警察の車に押し込め

られる時に「帰って来いよ！」という大きな声が聞こえました。それは当時施設長だったマサルさん

の声だったのですが、ずっとその声が心に残っていて「自分にだって戻れる場所があるんだ！」と受

刑生活を乗り切ることができたような気がします。 

 3年以上の受刑生活を終えて、藤岡ダルクに帰ってきた私にとって今年の夏は、回復が始まって

初の夏と言えます。刑務所の夏は暑苦しく辛いものでしたが、今年の夏は刺激と感動に満ちた夏でし

た。その夏の思い出について書きたいと思います。 

 

＜NAコンベンションに参加！＞ 

6月下旬に一年に一度開かれるNAのお祭りコンベンションに参加してきました。全国のエリアや海

外からも多くのメンバーが集結していて会場は大変な熱気でした。プログラムも豊富で、私自身もク

ラブイベントやLGBTミーティング、海外からのゲストスピーカーによるミーティングなど色々なプ

ログラムに参加することができました。コンベンションに参加して一番強く感じたのがNAの世界の

広がりです。それまでの私にとってのNAの景色はあくまでも自分の参加するミーティング会場だっ

たのですが、それが全国から集まる仲間との交流や、海外のNAメンバーの話を聞くことで一気に日

本を飛び越えて世界まで広がった感じがしました。改めて自分もそんな世界に広がるNAメンバーの

一人だと思うと、「アディクトは自分だけじゃないんだ！」と、とても心強く感じる事ができまし

た。 

＜両親との4年ぶりの再会＞ 

 逮捕されて以来4年ぶりに両親と会うことができました。私が両親に対して、直接しっかりと「ご

めんなさい」と言える 初のチャンスでした。緊張しながら「久しぶりに会ったらこんなことを言お

う」「しっかりと謝ろう」等と考えながら両親の元へと向かったのですが、いざ迎えに来てくれた父

に会ってみると「本当に迷惑をかけてしまい、ごめんなさい！」という言葉ではなくて、「元気？」

という言葉しか私の口からは出てきませんでした。その後母にも再会し、二人に対して形通りの謝罪

はしたものの、自分の想像していた頭を深く深く下げるようなものではなく、とてもあっさりしたも

のでした。それは私を気遣い温かく迎えてくれた両親に私自身が甘えてしまったせいかもしれませ

ん。もしかしたら、謝ることで、当時の悪事を一つ一つ釈明しなければならないと恐れたのかもしれ

ません。両親ともう一度会えたこと、色々と話ができたこと、一緒に食事ができたことは本当に嬉し

かった。しかし、もう少ししっかりとした謝罪が必要だったのではないかという気持ちも心のどこか

に残っています。いずれにしても、このひとときが自分にとって感動的な思い出であることに間違い

ありません。 

＜レイブイベントでショーに参加！＞ 

 施設を会場として行なうNAのレイブイベントが８月中旬に開催されま

した。そこで私は何十年かぶりの女装ショーに参加することになりまし

た。短期間ではありましたが、必死に練習し皆でゼロから一つのショー

を作り上げるのは40代半ばのゲイとしては、とても楽しいものでした。

もちろんショーは大成功。心残りがあるとすれば、黒いドレスに身を包

んだ私はなんだか喪服を着ながらはしゃいでいる中年女性のようでもあ

り、またその姿がどことなく中年の母に似ていたことくらいでしょう

か。 

  藤岡ダルク、木津川ダルクの夏の思い出 

「真冬のタンポポ」 

■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 

 

※全国の書店または

Amazonでお買い求めくだ

さい。 

※FAXでの注文も承りま

す。 

FAX：03-5312-7588  

ご注文の際には、住所、

氏名、電話番号を記入

し、日本ダルク事務局ま

で。 

NPO法人アパリは、群馬

県藤岡市にある藤岡ダル

クを運営しています。 

川遊びの様子 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

   条件反射制御法学会 第七回学術集会  
   テーマ「生命と社会の持続を支える」 

 

2018年9月22日（土）10：00～18：00（開場9：30）  懇親会 18：30～再現の

限界生 
総会、理事会 

シンポジウムⅠ 生理的報酬が生じない標的行動再現の限界（司会：平井愼二） 

シンポジウムⅡ 反復する違法行動に治療を義務づける方策（司会：尾田真言） 

一般演題、当事者の体験発表 

 

会場：中央大学駿河台記念館２８５号室 

住所：東京都千代田区神田駿河台３−１１−５ 

 
9月18日までにお申し込み、ご入金は 

会員4,000円 非会員9,000円 

9月19日以降のお申し込みの方は当日受付にて 

会員5,000円 非会員10,000円 

 
お問合せ：NPO法人アパリ  担当：尾田 

東京都新宿区余丁町14-4  ℡：03-5925-8848 

お申込みは以下のホームページから 

http://www.crct-mugen.com/ 

NAコンベンションにて 

NPO法人アパリは、京都

府木津川市にある木津川

ダルクを運営していま

す。 

『夏の思い出！』  

木津川ダルク ヨシ 

 

 こんにちは、木津川ダルク スタッフの金銅良明です。皆さんから、ヨシさん〜と呼ばれることが多く

なりました。嬉しいことです。 

 今年は、短い梅雨と猛暑が印象的でした。7月はじめから、暑い日がジワジワと迫ってきて、酷い暑

さは、お盆まで続いている状況であります。現在、木津川ダルク入所9名   通所者1名の状況の中なんと

か落ち着いた感じでやっています。 

 施設での行事としては、名古屋で行われたNA日本コンベンションに施設全員参加して無事に楽しく

過ごし帰ってこれたことは喜ばしいことです。メインスピーカーの話に涙した入所メンバーもいまし

た。宿泊したゲストハウスの朝食のパンを待ちわびたのも良い思い出でしたね。名古屋では、パンにあ

ずきとマーガリンのようで…。とっても美味しかったです。夜は、宿泊していたゲストハウス近くの銭

湯に行ったりと、仲間とのゆったりとした時間を楽しみました。コンベンションの参加がはじめてのメ

ンバーもいて、「素晴らしい！」、「感動しました」など、いろいろと感想を述べたメンバーがいたこ

とも喜ばしいことでした。ダメなところ、反省点もありましたが、思い出は、笑える良いことばかりで

したね。また来年も一緒にコンベンションに行けると良いですね。 

 8月12日（日）私のプライベートでサーフィンに行く機会があり、入所メンバーの中から希望者3名

と一緒に、和歌山に行ってきました。お盆なのに、台風きているのに、海に行くのかと、お叱り、注意

してくれる方もいましたが、理由は、今年は、私の母95歳が1月30日に亡くなったこともあり、初盆

を迎えています。母が亡くなり、月命日には、自宅仏壇のお光を一日中灯す日を続けています。「この

時期にサーフィンか」と姉さんから叱られましたが、日頃、自宅にてお仏壇に手を合わせ毎日を過ごし

ており、この日もお仏壇のお光を一日中つけて手を合わせてから、自宅を出発して和歌山でサーフィン

を楽しんでいる自分がいました。一緒に行った3人は、海水浴、シュノーケルを楽しんでリフレッシュ

し、帰りは、和歌山ラーメンを食して、ご満悦の様子でした。メンバー皆んなと協力して、楽しい１日

を過ごせました。 

 時折、母の過去の写真をSNSなどで見ると今でも涙が溢れそうになる時がありますが、けれども悲し

みにくずれることなく、木津川ダルクの存在があり、スタッフがいて、入所者がいて、ヨーガ指導の先

生、NADAの先生、支援者、自助グループの仲間がいて、たくさんの関わりやつながりに励まされ、勇

気と力をもらえているにちがいありません。亡き母も仲間とサーフィンをする息子の事を天国で安心し

て喜んで見てくれているはずです。感謝しています。自分としては、ゆっくりとなんでもない平安な

日々を楽しめると良いと思ってます。 

亡き母とともに 
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○アパリ東京本部 

〒162-0055 

東京都新宿区余丁町14-4 

AICﾋﾞﾙ１階  

電話：03-5925-8848 

FAX ：03-5925-8984 

Email：info@apari.jp 

＜司法サポートのご案内＞ 

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す

る支援》 

 薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

再犯防止に向けた何の取り組みもないまま

執行猶予の判決を受け、また薬物のある日

常に戻るしかない日本において、はじめて刑

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。 

 保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プ

ログラム、情状証人出廷、上申書作成、入寮

契約、身元引受契約、出所出迎え、法律相

談などあらゆるニーズにお応えします。なお、

アパリの司法サポートを利用された方の再犯

率は10％以下です。 裁判中のプログラムの

提供、受刑中の身元引受、出所出迎えに

行ってリハビリ施設に繋げるお手伝いをしま

す。 

 ギャンブルの問題が原因で逮捕された方や

クレプトマニアの方の司法サポートも行って

います。（窃盗、横領、詐欺等）ご相談くださ

い。 

[費用：コーディネート契約料として一律20万円  

（税別）。交通費・宿泊費の実費が別途必要で

す] 

【お問合せは東京本部まで】 

 

アパリの支援 

○藤岡ダルク 

〒375-0047 

群馬県藤岡市上日野2594番地 

電話：0274-28-0311 

FAX ：0274-28-0313 

○入寮費：月額13万円+生活費

1日千円（初月のみ14.5万円）

（税別） 

＊生活保護の方も可能 

○入寮条件：薬物依存症から

回復及び自立をしようとして

いる本人。男性のみ。 

○入寮期間：個人により差が

あります。 

特定非営利活動法人 

アジア太平洋地域アディクション研究所 

ホームページをぜひご覧ください。 

 http://www.apari.jp/npo/ 

  Facebookもやっています！ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕 

保釈(身元引受) 

裁判（情状証人・報告書提出） 

執行猶予 刑務所（身元引受 

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ 

面会等） 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク等にお

いて薬物依存症回復のためのプログラム

を行う 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク

や病院において薬物依存症回復の

ためのプログラムを行う 

発行者：近藤恒夫 

編集責任者：志立玲子 

平成30年9月1日発行 

定価 １部 100円 

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

出所出迎え

第1月曜 連続講座 第3月曜 アディクション関連講座 

9/3(月） 
第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 

9/10(月) 

※変更 

家族のための12ステップ講座 

ステップ８、９ 

10/1(月) 

第4回 

本人・家族の心の成長-自立心・自

尊心を伸ばす関わり 

10/15(月) 

№47 

「検察庁における入口支援に関する 

ミニ討論会」 

12/3(月） 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

12/17(月) 
家族のためのクリスマス・パーティー 

テーマ「ヒーリング」 

1/7(月） 
第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

1/21(月) 

№49 

「世界は薬物使用にどう対応 

しているのか？」 

講師：古藤吾郎 

11/5(月) 

第5回 

気持ちの回復：家族自身の気持ちと

本人の気持ちの両方を大事にする 

11/19(月） 

№48 

「犯罪白書を読み解く」 

講師：横地環さん 

(法務総合研究所） 

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞ 

【対象】 

○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からも参加できます。 

○アディクション関連講座はどなたでも参加できます。 

【時間】18：30～20：30  【場所】アパリ東京本部  AICビル１階 ミーティングルーム 

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）  【申し込み】不要 

〇木津川ダルク 

〒619-0214 

京都府木津川市木津内田山117

番地 

電話 ：0774-51-6597 

FAX   ：0774-51-6597 

〇入寮費：月額16万円 

（初回20万円別途必要・税別） 

＊生活保護の方も可能 

○入寮条件：薬物依存症から回

復及び自立をしようとしている

本人。男性のみ。 

〇入寮期間：個人により差があ

ります。 


